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ミツバチと
カゲロウ

テレビで各地の養蜂家が「ミツバチが居な
くなった」と言っていた。そういえば昨年ま
では庭の紅梅が咲くと暖かい日には、ミツバ
チが花から花へ飛び回っていた。しかし今年
の春は紅梅にミツバチが余り来ていなかっ
た。山に暮らしている TA さんが腰痛でリハ
ビリに通院して来ている。6 月初旬に「腰が
余計に痛くなった」と訴える。理由を尋ねる
と「昨日、山に置いてあるミツバチの巣箱を
見回っていたためだ」と言う。「それでミツ
バチはどうだった」と尋ねると、「20 個巣箱
を置いているが、2 個しか入っていなかった。
昔は 30 個設置して 20 個ほどに入っていた」
と言う。「自分の蜂蜜は美味しいんだよ」と
言っていた。
土佐文旦を作っている TU さんは「花の受
粉で忙しい」と嘆く。「昔はミツバチが受粉
してくれたが、ミツバチが居なくなったので、
人間が花粉を雌しべに付けないと収穫が減る
ので人を雇って受粉している。人件費で大損
だ」とぼやいていた。ミツバチが居なくなっ
たのは田畑で使用する農薬のためだと推測さ
れている。
自宅の近くを流れている日本一の清流「仁
淀川」も外からでは余り判らないが大きく変
わってきている。川に入って魚釣りの餌の川
虫を探すもほとんど見つけられない。夏の夜
に家々の光に集まってくるカゲロウをはじめ
虫たちもほとんど見られなくなった。うなぎ、
鮎はもちろんのことハヤ（ヤマベ）、イダ（ウ
グイ）も少なくなった。昨年は鮎の天然遡上
が非常に多かったが、群れ泳ぐ小さな鮎がほ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〜 自然からの恵みと警鐘 〜

初冬の仁淀川と横倉山
− 中仁淀沈下橋からの逆さ横倉山 ー

とんどで友釣りには良くなく、釣り人がほと
んど見られなかった。農薬、家庭排水などで
水質が変わってきているのか？ どんどん昔
の環境が失われてきている。
自然を破壊し人体を蝕む化学薬品。その乱用
の恐ろしさを最初に告発し、かけがえのない
地球のために生涯をかけて闘ったレイチェ
ル・カ ー ソ ン、彼 女 の 著 書「沈 黙 の 春
Silent Spring」が頭をよぎる。もう一度ゆっ
くり読んでみよう。
人に依頼して少しだが田んぼを作っている
が、農薬をできるだけ減らしたいと思ってい
る。親から受け継いだ杉、檜の植林の山も広
葉樹の自然林に戻したい。私たちは医療法人
の社会的責任（CSR）として少しでも化学物
質の使用を控え、自然環境を元に戻す努力を
続けている。
夏に仁淀川で一緒に川虫を採り、釣りをし
ていた孫が、JR 佐川駅の自動販売機に止まっ
ているカゲロウを指さして「カゲロウがいる」
とニコニコ笑っていた。
秋になれば周りの人たちが自然の恵みを分
けてくれます。味、香りを楽しみ田舎でこそ
の至福の季節を過ごしています。

下肢（足）の血管の
エコー検査について
寒くなり足先が冷たくて眠れない。という方も多い
かと思います。中には真夏でも足の冷たさを訴えられる方もい
らっしゃいます。そういった方は閉塞性動脈硬化症という足の
動脈が動脈硬化により狭くなり、血液の流れが悪くなっている
場合があります。当院では ABI（両手と両足の血圧を測定し、
その比率で足の血流を予測する検査）と下肢動脈エコー（超音 ふくらはぎの血管エコー検査
波検査：エコーにより直接血管内を観察する検査）を実施する
ことで、閉塞性動脈硬化症の診断が可能となっております。
また足の冷たさとは別に、足のむくみやだるさに悩んでいる
方も多くいらっしゃいます。そういった方に多いのが下肢静脈
瘤という病気で、この病気は本来心臓に帰るべき血液が静脈内
で逆流することで足のむくみなどの原因となる病気です。当院
ではエコー（超音波検査）による下肢の静脈の血流を観察する
検査を実施しております。
足の冷たさや痺れ、足のむくみやだるさ、足の変色などが気
になる方はお気軽にお掛けください。

」
来
外
部門紹介「

こんにちは、私たちは外来担当の看護師とフロアーガイドです。
私たちは、診察、内視鏡検査（胃カメラ等）、手術の際の補助、採血や注射といった業務、
また、訪問看護も担当しています。
患者様とは、外来診察や内視鏡検査の際は関わる時間は少ないですが、診察や検査がス
ムーズに進むよう、また、患者様一人一人の個別性を尊重する事を大切にしています。
忙しくなってもスタッフ同士で声を掛け合い、チームワークの良さは抜群です！！
外来受診や検査などでご相談やお分かりにならない事はいつでもお気軽にご相談下さい。

【自宅でできる転倒予防】
近年、高齢者の 3 人に 1 人は 1 年に 1 回以上の転倒を経験して
いると言われています。
転倒による骨折は要介護となる主な原因の一つです。転倒予防の
ために、転倒の原因を知り、対処方法として今すぐできることを日
常生活に取り入れ、転倒しない身体づくりを心掛けましょう。
そこで、
①転倒の原因、②原因への対処、転倒リスクのチェック方法、
③くつの選び方、④自主トレーニング方法の４回シリーズで転倒予
防について紹介します。
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今回は自宅で出来る④自主トレーニングのその 2 についてお話をします。
②筋力強化のためのトレーニング
目的：足の筋肉を鍛える
１．膝のばし
６秒間 × 左右各２０回
椅子に腰かけ、右の膝を足がまっすぐになる位置まで伸ばす。
このとき体が後ろに反らないように注意する。
右膝がのびた状態を６秒間保持し右足を戻す。左足も同様に
２．ももあげ
６秒間 × 左右各２０回
椅子に腰かけた状態で右の膝が胸に近づく様にももをあげる。
このとき体が後ろに反らない、足を真っすぐあげること様に注意。
ももをあげた状態を６秒間保持し右足をゆっくりおろす。左足も同様に。
３．かかとあげ
３０回
椅子に腰かけた状態で両方のつまさきが床についた状態でゆっくりと
かかとだけをあげる。ゆっくりと元に戻る
４．つまさきあげ
３０回
椅子に腰かけた状態で両方のかかとが床についた状態でゆっくりと
③バランス能力向上のためのトレーニング
目的：おしりまわりと背中の筋肉を鍛える
１．おしりあげ
６秒間 ×１０回
仰向けに寝た状態で、両足をたてる。息を吐きながら床からおしり・背
中が離れるように持ち上げる
この状態を６秒間保持しゆっくり元に戻る
上記は例でありトレーニングは継続が重要です。自分にあった負荷で毎
日の継 続を目標に実施しましょう。
今回で自宅でできる転倒予防のお話は終了です。皆様の症状にあった正しい方法で原因を知り、そ
の対処を行う事で転倒予防に繋げていけることを願います。

横倉山便り 横倉山アピール実行委員会

11 月 14 日（水）丸山体育館にて平成 30 年度 若
鮎 3 人制バトミントン大会を行いました。
今回は「皆で楽しもう！」をテーマに順位別の賞と
は別に活躍した人に贈る MVP 賞を３つ用意して、勝負
以外での受賞枠を広げました。個性豊かな若鮎たち。
誰に賞を渡すか大いに悩みましたが、下記の通りとな
りました。G 賞は・・・・・最年長賞！（笑）
1 位：トマホーク
MVP
・よく転がったで賞
2 位：しおはまむら
・スリッパで頑張ったで賞
・G 賞
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俳 句

若鮎スポーツ大会

一、 子孫みゆ 生きたあかしを 落ち鮎に
一、 収穫 ひばり飛びかう 秋の空
一、 黄昏に 家路に急ぐ 蜜柑取り
一、 水しぶき 落ち鮎跳ねる 仁淀川

クス

トピッ

川 柳

11 月 18 日 ( 日 )、
久しぶりに横倉山を散策しました。
今年は比較的暖かいので、紅葉はあまり期待していな
かったのですが、所々、鮮やかに色づいた紅葉を見る
ことができました。
落ち葉の絨毯や、コスモスなどすっかり秋の装いの
横倉山。ぜひ秋の横倉山を楽しんでみてはいかがで
しょうか。
詳 し く は 横 倉 山 PR ホ ー ム ペ ー ジ や 北 島 病 院
Facebook でご覧頂けます。

一、 そだね ～ 固唾をのんだ カーリング
一、 猛暑 ？ このままいけば 砂漠化だ

今回も楽しい俳句川柳の投稿を数多く頂きました︒
次回のお題は﹁春風﹂
﹁菜の花﹂ です︒
お題に限らず多くの投稿をお待ちしています︒

秋の横倉山を散策しました

忘年会開催

12 月 14 日（金）ザ・クラウンパレス新阪急ホテル
高知において、医療法人 社団 若鮎と社会福祉法人
仁淀川ふくし会 の合同忘年会を開催しました。
今年も余興は大盛り上がり！流行の USA から、思
い出＆笑いの詰まった平成を振り返るもの、はたまた、
新しい試みの影絵も登場し、お笑い度も芸術度も増し
増しの忘年会でした！
★優勝は輝フラッシュダンサーズでした。
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